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若狭公民館 
佐藤さん那覇市子育て支援室

金城さんにQ＆A

子 ど も と 子 育 て 特 集
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防災キャンプ地域
連携わたしのバケットリスト成人

講座南の島の南極教室南の島の南極教室市民
講座

わたしのバケットリスト 防災キャンプ
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アートな部活動♪

YouTubeにて
動画レシピ公開中！
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新

都心
公園

手で味わうネパールご飯♪ インドネシアの家庭の味
第三弾第二弾
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このコーナーは、若狭公民館エリア（那覇市内の国道58号線より西側全ての地域）の
地域情報を掲載します。皆さまからの情報提供お待ちしています！

☆ブログにて配信中☆ http://wakasa867.ti-da.net

電話番号  098-867-7266
開館時間  10時-18時
休 館 日  祝祭日・慰霊の日・
              第3日曜日・年末年始

「ゲッチョ先生と行く　沖縄自然探検」  
盛口　満∥著　　岩波書店∥発行
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若狭地域の猫の対応について

　第15回沖縄県子ども地域安全マップコンテストにて、若狭児童
館が高学年の部で、最優秀賞の沖縄県知事賞を受賞しました！
　地域安全マップとは、犯罪が起こりやすい危険な場所や安全な
場所を地図にまとめたもので
す。参加した天妃小学校の6
年生の3名は、フィールドワー
クを行い、タブレットなども活
用しながら工夫したそうで
す。初めての最優秀賞おめで
とうございます！

若狭誰もが安心できる道路を目指して

 楽しく知る安心・安全！

子どもたちへ広がる支援の輪

久茂地小学校跡地除幕式
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天妃 久茂地
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若狭児童館 沖縄県知事賞受賞！

　大好評のスタンプ第二弾は、

那覇市制100周年ということで勝手にお祝い

しちゃいます！那覇にゆかりのあるイラストを

集めました。ぜひご活用ください♪

上のQRコードからダウンロードできます。

若狭公民館LINEスタンプ第二弾販売開始！

　那覇市動物の愛護及び管理に関する条例が施行さ
れました。猫の飼い主へ室内飼育、不妊去勢手術、迷
子札やマイクロチップの推奨。野良猫にエサを与えている
方の置きエサに対する注意（ゴミは持ち帰る）、糞の掃
除、地域の理解を得ることなどが挙げられています。公民
館にポスターも掲載していますので、ぜひご覧ください。

糸数未希さん代表理事 շⰕ䒭)1ոխ
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